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「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透のためのプロモーション等業務 

公募型企画競争 提案説明書 

 

「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透のためのプロモーション等業務の受託者選定

に係る公募型プロポーザルを次のとおり実施します。 

 

１ 業務名称 

「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透のためのプロモーション等業務 

 

２ 実施主体 

一般財団法人札幌市スポーツ協会（さっぽろグローバルスポーツコミッション）（以下

「委託者」とする。） 

 

３ 業務目的 

 札幌市は高度な都市機能、食や夜景、温泉といった豊富な観光コンテンツを有してお

り、その中でも「温泉」と「スキー」を融合した楽しみ方に焦点を当てる。 

定山渓と札幌国際スキー場の良好なアクセス環境を活かし、相互の周遊促進、新しい旅

の過ごし方を発信することで、「温泉×スキー」というコンテンツのイメージを浸透さ

せることをねらいとする。 

 

４ 委託期間 

  契約締結日より 2021 年（令和 3 年）3 月 12 日まで 

  ただし、新型コロナウイルス感染症に係る状況により、本事業を中止とする場合がある

ので留意すること。 

(1) 本事業の実施に当たっては、契約締結後速やかに実施準備を行いつつ、開始時期につい

ては委託者の指示によること。また、準備段階における物品、役務等の発注については、

事前に委託者の許可を得たうえで実施すること。 

(2) 本事業の実施時期に、新型コロナウイルス感染症に係る北海道の警戒ステージ 3 以上

で、北海道が外出や往来の自粛要請を行った場合、契約締結後であっても委託者の判断

により、当事業の中止することがある。 

(3) 前項による本事業の中止の際には、受託者と協議による合意解除とし、別途合意解除契

約書を取り交わす。 

(4) 準備の段階で発生した費用については、当該支払に係る挙証書類の提出があり、委託者

が認めた費用については、委託者が当該費用を受託者に支払う。ただし、当該事業実施

に係る労務費相当額については、委託費総額（税抜）の 15％と定め、契約期間におけ

る契約締結から解除までの日数を按分して、委託者が受託者に支払う。 

※労務費相当額（企画費・管理費等）15％の中止時の労務費算出規定は、 

提出する見積もりの労務費項目を 15％に定めるものではない。 
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５ 業務概要 

(1) 「温泉×スキー」コンテンツ広報・イメージ浸透 PR 事業 

ア 札幌における「温泉」と「スキー」を融合した都市型スノーリゾートとしてのイメー

ジ浸透のため、マス媒体や WEB 媒体、ポスターやチラシ等の宣伝物やイベント・キャ

ンペーンの実施等、プロモーションの実施。 

イ 定山渓観光協会ホームページや札幌国際スキー場ホームページ上での宣伝・広報等、

有益となる記事の作成やバナーの作成等、各事業者と協力の上、プロモーションを実施

すること。 

ウ プロモーションの実施にあたって、一般社団法人定山渓観光協会、株式会社札幌リゾ

ート開発公社、バス運行事業者等の関係事業者と十分に調整・連携し、円滑な業務執行

を行うこと。 

エ 事業実施後は、実施結果を集計、分析の上、業務報告書を提出すること。 

 

(2) モニターツアー企画・運営事業 

ア 【別紙①】の通り、委託者が別途契約したバス実証実験便を利用した上で、「温泉」

と「スキー」のコンテンツを用いたモニターツアーを企画、アンケート調査を実施し、

札幌における「温泉×スキー」のニーズの調査、今後の目指すべき方向性を考察し、

提案すること。 

※バス運行経費については提案内容に含めないこととする。 

イ 企画したツアーの参加者を募集のうえ催行し、記録写真の撮影を行うこと。 

ウ 参加者へのアンケートを実施すること。アンケートの調査項目については、提案内容

に基づき、委託者と協議の上決定すること。 

エ アンケート実施結果を集計、分析の上、ツアーの優位性や改善点等を報告書にまとめ 

ること。 

 

(3) 「温泉×スキー」コンテンツ案の検討 

 ア (1)、(2)の実施を踏まえ、アンケートやプロモーションを通して「温泉×スキー」の

ニーズ分析を行い、「温泉×スキー」が今後、魅力的なコンテンツとなるよう考察、提

案を行うこと。 

 

６ 企画提案を求める内容 

(1) 実施方針 

   野沢温泉や湯沢温泉では、近接する温泉とスキー場の立地の優位性を生かし、 

「温泉×スキー」という観光コンテンツが確立、世間一般にイメージが浸透しているが、 

現在「定山渓温泉」、「札幌国際スキー場」間の周遊状況は、上記地域ほど浸透していない。 

「定山渓温泉」と「札幌国際スキー場」の現状と課題についての認識を示し、本事業に当

たっての基本的な考え方、企画のねらいを明らかにすること。 
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(2) 「温泉×スキー」コンテンツ広報・イメージ浸透 PR 事業 

業務目的を達成するために、以下を踏まえ、どのような手法で業務を効果的に展開し

ていくか提案すること。 

ア 定山渓と札幌国際スキー場のコンテンツの特性を示したうえで、どのようにプロ

モーションを実施するのか企画の方向性を明らかにすること。 

イ 【別紙①】の通り、委託者が別途契約した「定山渓－札幌国際スキー場」間を結ぶ

実証事業バス並びに、既存路線の利用客増加につながるようなプロモーション。 

ウ プロモーションに効果的な時期を提案すること。 

（ただし、事業の終了日は 2021 年（令和 3 年）3 月 12 日までとする。） 

エ プロモーションの成果指標を示すこと。 

 

(3) モニターツアー企画・運営事業 

業務目的を達成するために、以下を踏まえ、どのような手法で業務を効果的に展開して

いくか提案すること。 

ア 委託者の想定する重点ターゲット 

・スキーカムバック層 

   定山渓エリアに宿泊しており、過去スキーをしていたが、近年スキーから疎遠に 

なっており、久しぶりにスキー場でもう一度滑ってみたいという 50 代以上のア 

クティブシニア層を想定 

・アーリーアダプター層 

温泉だけでなくスキーなどのスノーアクティビティに興味があり、体験してみた

いという 10～30 代のアーリーアダプター層を想定。 

  ※上記ターゲットを想定しているが、これに拘らずターゲットの再選定を行ってよ

いものとする。その際は、ターゲットの選定理由を付記すること。 

イ ツアーの参加人数は合計 10 人以上とすること。 

ウ 実施日については、【別紙①】を参考に、バス実証便を運航する任意の日とする。 

エ モニターツアーの経路については以下を含むものとすること。※参考【別紙①】 

・定山渓宿泊－バス実証実験(往路)－スキー体験－定山渓宿泊を含むルート 

・定山渓宿泊－バス実証実験(往路)－スキー体験を含むルート  

・スキー体験－バス実証実験(復路)－定山渓宿泊を含むルート 

・定山渓宿泊－バス実証実験(往路)－スキー体験－バス実証実験(復路)を含むルート 

 以上、4 つのルートを参考に、アクティブシニア層、アーリーアダプター層をター 

 ゲットに有効と思われるツアーを企画し実施すること。ただし、上記のうち、バス実

証実験便の片便のみを利用するツアーを企画するときは、もう片便を利用するツア

ーも別途企画すること。 

オ ツアー参加者は記録写真、撮影動画等を外部への報告資料、メディア掲載などの可能

性をご了承いただける方、アンケートへ協力いただける方とすること。 
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(4) 業務のロードマップ 

業務のプロセス及びスケジュールについて、打合せの回数や内容等も含めて具体的に

示すこと。 

(5) 過去の業務実績・適正な実施体制 

 類似業務の実績及び業務の執行体制を示すこと。 

(6) 見積もり 

業務の実施に必要な経費の総額及び内訳を明らかにした見積もりを示すこと。 

 

7 提案限度額 

4,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※本業務について上記金額内での提案を募集するものであり、契約予定価格ではない。 

 

８ スケジュール 

日程 内容 

2020 年 12 月 15 日(火) 本公募の公告 

2020 年 12 月 17 日(木) 事前質問の受付期間終了 

2020 年 12 月 21 日(月) プロポーザル参加申込書・誓約書の提出期限 

2020 年 12 月 22 日(火) 企画書等の提出期限 

2020 年 12 月 23 日(水) 書面による審査 

2020 年 12 月 24 日(木) 結果通知（予定） 

2020 年 12 月 24 日(木)～25 日(金) 契約交渉優先順位に基づき最終交渉 

受託者決定以降、速やかに行います。 契約締結（予定） 

 

９ 事前質問の受付 

(1) 質問範囲 

実施要項に関する質問の受付を行う。 

(2) 質問方法 

様式１【事前質問用紙】に必要事項を記載し、電子メールにて提出すること。 

(3) 回答方法 

いただいた質問事項に関する回答については、電子メールにて随時お知らせし、企画提

案を募集する上で広く周知すべきと判断されるものについては、質問の内容をさっぽろ

グローバルスポーツコミッションのホームページで公表します。来訪・電話等による応対

は行いませんので予めご了承ください。 

(4) 提出期限 

2020 年 12 月 17 日(木) 14 時まで（必着） 
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10 プロポーザル参加申込書・誓約書の提出 

(1)提出方法 

様式２【プロポーザル参加申込書】、様式３【誓約書】に必要事項を記載し、押印の

うえ持参または郵送で提出すること。参加資格要件を満たさない参加事業者について

は、不合格とする場合があるため注意すること。 

(2)提出期限 

2020 年 12 月 21 日(月)  14 時まで（必着） 

 

11 企画書等の提出 

(1)企画書（様式は自由、A４、両面使用） 

事業概要を踏まえ、「６ 企画提案を求める内容」(1)～(6)について提案すること。 

(2)提出方法 

上記企画書を以下の形で「18 連絡先及び提出先」へ持参または郵送（書留郵便等配

達状況を確認できるものに限る）並びに、メールアドレス宛にデータの提出を行うこと。 

 ア 表紙に提案書の団体名称を記載したもの  （紙媒体 10 部） 

 イ 提案者の団体名称が記載されていないもの （紙媒体 10 部） 

 ウ 上記ア、イのＰＤＦデータ（ＣＤ又はＤＶＤ）    １部 

(3)提出期限 

2020 年 12 月 22 日(火) 14 時まで（必着） 

(4)その他の留意事項 

 ア 申込書類の作成・提出に係る費用は申込者の負担とする。 

 イ 申込書類に虚偽があった場合は失格とする。 

 ウ 提出のあった申込書類は返却しない。 

 エ 同一の申込者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

 オ 審査の公正を期すため、企画提案書には、会社名、住所、ロゴマークなど、企画競争

参加者を特定できる表示を付さないこと。 

 

12 選定方法 

  「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透のためのプロモーション等業務企画提案審査

委員会（以下「委員会」とする。）が、別添「評価項目及び評価基準表」に基づき総合的

に審査し、最も優れた企画提案者を優先交渉者として選定する。 

  コロナウイルス感染症拡大防止のため、一堂に会する形式でのプレゼンテーションは

実施せず、書面における審査とする。 

(1)日時 

2020 年 12 月 23 日(水) 

(2)方法 

委員会による、書面審査 
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(3)その他 

 ア 評価の結果は、提案者全員に文書により通知する。 

 イ 提案者が１者となった場合、委員会が定める最低評価基準点（総合得点の６割）を超

えた場合のみ契約候補者として選定する。 

 ウ 委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により契約候補者を選定する。 

 

13 参加資格要件 

参加者は、次の要件を全て満たすこと。ただし、下記(5)の要件を満たしていない場合で

あっても、その他の要件を満たしている場合は、下表に定める必要書面を参加申込書と同時

に提出を行うことで、参加の申し込みを行うことができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

り、かつその者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者でないこと。 

(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再

生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く）等経営状態が著し

く不健全な者でないこと。 

(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でな

いこと。 

(4) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員

単独での入札参加を希望していないこと。 

(5) 平成 31・32 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されているこ

と。 

(6) 市区町村税、消費税・地方消費税を滞納している者でないこと。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団そ

の他の反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が認められる者で

ないこと。 

※複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが(1)～(7)を満たす必要がある。また、

契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者となる。 

 

＜札幌市の競争入札資格者名簿に登録されていないものが提出する書面＞ 

提出書面 備考 

ア 申出書 （様式 4） 

イ 登記事項証明書 

※登記は現在事項証明または全部事項証明（写し可） 

※参加申込書の提出日から 3 か月前の日以降に発行

されたもの 

ウ 財務諸表（直前 2 期分） 貸借対照表、損益計算書 

エ 納税証明書 

（市区町村税） 

※本店（契約権限を委任する場合は受任先）の所在

地の市区町村が発行するもの（写し可） 
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※参加申込書の提出日から 3 か月前の日以降に発行

されたもの 

オ 納税証明書 

（消費税・地方消費税） 

※未納がない旨の証明書（その 3 の 3）（写し可） 

※参加申込書の提出日から 3 か月前の日以降に発行

されたもの 

 

14 参加資格の喪失 

  企画提案者が参加資格を有することを確認したときから審査が確定するまで（契約候

補者にあっては契約を締結するまで）の間に、次のいずれかに該当したときは、提出され

た企画提案に関する評価は行わず、又は、契約候補者としての選定を取り消すこととなる 

(1) 参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなったとき 

(2) 提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 

(3) 不正な利益を図る目的で委員会の会員等と接触し、又は、利害関係を有すること 

となったとき 

 

15 失格事項 

以下のいずれかに該当したものは失格とする。 

(1) 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各 

様式にて定めた内容に適合しなかった者 

(2) 審査の公平性を害する行為をおこなった者 

(3) その他、本提案説明書等に定める手続き、方法等を順守しない者 

 

16 企画提案の著作権等に関する事項 

(1) 企画提案の著作権は各提案者に帰属する。 

(2) 委員会が本企画競争の実施に必要と認めるときは、企画案を委員会が利用（必要な改

変を含む）することを許諾するものとする。この場合は、あらかじめ提案者に通知する

ものとする。 

(3) 企画提案者は、委員会に対し、提案者が企画提案を創作したこと及び第三者の著作権、

著作人格及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではな

いことを保証するものとする。 

(4) 企画提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時は、企

画提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、委託者に何

らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

17 その他 

(1)本プロポーザル参加に係る費用及び契約締結までに要する一切の費用は、全て参加事

業者の負担とする。 

(2)原則として有効に提出された書類の差し替え、追加及び削除は一切認めないものとす
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る。 

(3)本プロポーザルで提案いただく内容は、「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透のた

めのプロモーション等業務委託者を選考するための審査材料であり、選考結果の通知

後に事業者との事業実施条件等の詳細を最終協議し、双方合意のうえ契約を締結する。 

 

18 連絡先及び提出先 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ORE 札幌ビル 9 階 

さっぽろグローバルスポーツコミッション 担当：向原、橋本 

（一般財団法人 札幌市スポーツ協会） 

TEL：011‐200‐0905 / FAX：011-200-0314 

E-mail：sports@sgsc.jp 

 

以上 

mailto:sports@sgsc.jp
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「評価項目及び評価基準表」 

 

評価基準点は「5 点：非常に優秀 4 点：優秀 3 点：普通 2 点：やや劣る 1 点：劣る」

とし、「評価基準点×係数」により評価点を求めるものとする。 

同点を得た参加事業者が 2 者以上あった場合は、①「プロモーション及びモニターツアー

の手法、内容」の評価点数が高い提案者、①も同点の場合は②「実施方針の的確性」の高い

提案者を優先採用とする。 

参加者が 1 者となった場合でも、別に定める最低基準点を超えた場合に限り優先交渉団

体とする。 

 

評価項目 評価内容 係数 評価点 

実施方針の的

確性 

（20 点） 

実施方針は、定山渓及び札幌国際スキー場の現状や課題

を踏まえた適切なものとなっており、事業目的に即した十

分な効果が期待できる内容となっているか。 

4 20 

プロモーショ

ン及びモニタ

ーツアーの手

法、内容 

（70 点） 

 ターゲットのニーズや定山渓及び札幌国際スキー場の

特性等を的確に把握し、それらを踏まえた魅力が十分に伝

わる工夫の講じられた適切なプロモーション及びモニタ

ーツアーのコンセプトとなっているか。 

5 25 

定山渓及び札幌国際スキー場への宿泊・誘客数が増加す

るような仕組みとなっているか。 
4 20 

 想定しているプロモーション手法は、今回のバス実証実

験の増設便への乗客数増加に直結する仕組みとなってい

るか。 

2 10 

 波及効果として、今回のバス実証実験の増設便のみなら

ず、同区間の既存便の乗客数も増加するような仕組みとな

っているか。 

2 10 

 波及効果として、札幌市の都市型スノーリゾートとして

のブランド確立やウインタースポーツツーリズムの振興

につながるような仕組みとなっているか。 

1 5 

業務遂行能力 

（10 点） 

 業務のプロセスが合理的なものとなっており、スケジュ

ールが履行期間内に十分執行可能なものとなっているか。 
1 5 

 同様の業務・事業に関する十分な実績があるか。また、

業務を円滑に進めるための適切な執行体制となっており、

十分な人員が確保されているか。 

1 5 

  合計 100 
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【別紙①】定山渓－札幌国際スキー場間バス実証実験について 

 

「温泉×スキー」コンテンツイメージ浸透の目的達成のための一助として、交通面の利便

性を高め、これまでの運行時間よりも早い時間に「定山渓温泉」―「札幌国際スキー場」

をつなぐ路線バスを増便する実証実験に着手する。 

当実証事業についてのバス会社の契約については、委託者が直接バス会社と契約する。 

 

(1)契約予定バス会社 

・株式会社じょうてつ 

・札幌第一観光バス株式会社 

 

(2) 運行期間予定 

令和３年２月１日～２月２８日の土日曜日、２月 12 日（金）及び 2 月 22 日（月） 

 

(3)運行時間 

〈往路〉 

実証便 ：定山渓神社前（始発）8 時 00 分 札幌国際スキー場前 8 時 30 分着予定 

既存始発便 ：市街地発－定山渓神社前 8 時 30 分－札幌国際スキー場前行 9 時 00 分着 

〈復路〉 

復路実証便 ：札幌国際スキー場前 14 時 00 分発 定山渓神社前 14 時 30 分着 

既存始発便 ：札幌国際スキー場前 15 時 00 分発－定山渓神社前 15 時 30 分着－市街地着 

 

※定山渓エリア経由地：定山渓湯の町、定山渓第一ホテル前 

※往路実証便の乗客は、上記発車時刻の復路実証便の乗車を強制されず、既存の復路便へ

の乗車も可能である。逆も同様である。 

 

(4)運行時間設定のねらい 

・定山渓始発の往路実証便を増設することで、定員を気にせず乗車することができる。 

・往路実証便により、平日はスキー場 OPEN30 分前到着、土日祝は OPEN と同時に到着す

ることとなり、OPEN 直後の行列のピークを緩和することができる可能性がある。 

・復路実証便の増設により、復路始発時刻が早まり、短時間でのスキー体験や、定山渓エ

リアにおける他アクティビテイ体験、日帰り入浴等を楽しむことができる。 

 

 

 

 


